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一番おおいのは Twitter からのです

Google Buzz 発表するまで、まだ 10 週間未満で、Google はずっとそれを改善していますけれども、
人々はまだ Google の交際範囲にはいなかったようです。PostRank の統計によると、90%の Google Buzz
はロボットが発送したのです。最もおおいのは twitter から同時に出した内容で、62%あまりまで占めて、
feeds のも 26%余りあり、最も 11%の内容は真実な人間からのです。
つまり、Google Buzz のユーザー達はやはり feeds と twitte を通ってニュースを更新することに慣れ
て、それらを Google Buzz にシンクロナイズするとただ１つの输出のルートを増加するためです。
もちろん、伝言も Google Buzz の１つの対話の一環で、その上伝言するのがきっと全部人肉ですが、
その対話が発表するときにくらべてすごく寂れた。
分析によって、技師家と科学者はもともと社交が下手で、だから Google Buzz は成功しにくいですと
思っています。

紹興現地が人気の“紹興 E ネット”
紹興現地が人気の“紹興 E ネット”のフォーラムをかなり備える上に、紹興人はこのことに対して
熱烈なことを討論して、しかし多く笑い話と称します——“紹興は先生を豊富に産出して、ハッカーを
産しません。”“まさか藍翔の専門学校は紹興で分校をつけましたか？”“ハッカーのすべてか？ハッ
カーの操縦する‘食肉用のニワトリ(ハッカーに侵入されて木馬のウィルスのコンピュータを栽培しま
す)’のにすべて更に適当になられる。”
“私の第 1 反応はとてもつまらないと感じるのです。”朱偉の健在な紹興市の人民の病院は情報化
に従事して 10 年余り働いて、彼は《財政経済の国家の週刊》記者の表示に合って、紹興は 1 基のあわせ
の杭州と寧波の中の小都市で、全体のコンピュータ・ネットワークのレベルは高くありませんて、“更
に１つの無事に暮らした都市のそうです。”
思っていることを推測することがもあって、悪意のメールの攻撃事件は紹興市の発達している紡織
の外国貿易業と関係があるかもしれません——紹興市内の中国の軽工業と紡織工業城の市場に位置して、
アジアの規模の最大の織物の専門卸売市場です。
しかしこのような言い方は中国の軽工業と紡織工業城グループ株式有限会社の情報化の部門の責任
者に否定されました：“私の身の回りが外国貿易の友達をするのはとても多くて、一度も彼らを聞いて
なくてスパムメールを出して商売をすると言ったことがあって、或いはいつもたぐいを攻撃することを
受けます。”
“紡織の生地の業界はこのような事をする可能性が少ないです。1 つは商の戸の情報化の段階はあ
まねく足りないで、しかも規模は有限です。その他に、織物の販売はつかめてに見えなければならなく
て、通常博覧会に助けを借りるのがスパムメールが製品を広めにくるのではありません。” この責任者
は言います。
このことも紹興現地の都市の管理者の重視を引き起こします。
紹興市公安局はすでに 3 月 29 日にこのことについて特別テーマの会議をつけたことがあって、そし
て市レベルの主管部門と協議を行って、同時に公安部に情況を報告しました。
しかし疑問は決して解答を得なくて、“ここの情報化のレベルがそんなことはないのはそんなに発
達しているでしょうか？”1 位の現地の官吏の電話の中の音は困惑を満たします。

Goole は 111 の新たの国家運転するナビゲートを増加する
自ら車を運転してトッラブするのは楽しいけど、迷うときにそれはぜんぜん楽しくないで、特に用事があるとき
に、時間は少しずつ流れるのは血が流れるけど自分は何もできないという感じがあるだろう。
多い goole Map Maker のユーザーの努力の元に、この前の更新から三ヶ月だけの時間に、goole MAP は全世界に
111 の国家運転ナビゲートを増加して、
goole maps のユーザーはもっとうまい運転ナビゲートの体験をもらわせます。
今、あなたはベルーの首都リマであちこちめぐりまわしたいに関わらず、或いは、アイスランドに行って旅行す
るつもりで、やはりどのようにヨハネスバーグからアフリカの南を貫くナイロビまで着くことを考えして、goole maps
はずっとあなたの最も親密な個人のガイドです。

優酷ビデオの捜索プラットフォームはひっそりと登場する、 あるいは奇芸を抑制
します
4 月 19 日のニュース、近日、優酷に属する独立のビデオ捜索プラットフォームの“搜酷”はすでにひっそりと登
場して、優酷ウェブサイトのビデオと全体ネットのビデオの捜索する機能を提供することができます。
この捜索プラットフォームは完全に優酷の技術チームから自主的に研究?開発して、優酷ネットの人は、“ビデオ
捜索はもともと私達が技術方面の得意の種目で、現在、ただこの範囲はいっそう拡大化です” と漏らしました。
4 月 16 日、百度に属する独立のビデオ・ウェブサイトの奇芸は中影グループ、華誼の兄弟、湖南衛星テレビ、北京
衛星テレビ、浙江衛星テレビなどの多い著作権の方と戦略の協力が成立しました。奇芸の人はこのウェブサイトが 4
月下旬に登場することを確認します。
アナリストによると、この時に優酷がこのプラットフォームを出すのはきっと先を争って、ビデオの捜索エリアで
位置を占めたいのです。また、現在百度はビデオの捜索の上で、すでに多いビデオのウェブサイトの内容を遮って、
奇芸はいったん登場したら、その他のビデオ?ウェブサイトの内容捜索にたいする影響があるに違いないです。

《万王の王 3》は 27 日公開に測ります、巨人は範氷氷グループと手を携
えて救済しま
テンセントの科学技術のニュース４月２０日のニュース、巨人ネット今日所属のネットゲームの≪
万王の王３≫は本月の２７日に公開の測りは正式的にスタートします、有名な俳優の範氷氷さんは誘わ
れて≪万王の王≫の代言者を担当します。これは巨人ネット始めに代言者を使用することで、この前に
史玉柱は代言に対して興味を持っていません。
調査によると、２０００年に発売する≪万王の王≫は中国の初の商業化のネットゲームで、2007
年、史玉柱は巨人ネットが全面的に≪万王の王 3≫の開発を引き継ぐことを決まって、１５０人を超え
る開発グループ、研究周期は三年をかかって、１億元あまりの資金を投下します。
≪万王の王３≫のプロデューサーの張志宏は≪万王の王３.≫は三年の研究、開発や１３ヶ月の密封
試験を経て、百万プレーヤーがゲームを体験して、そして、たくさんの価値がある提案を提出します。
官方は三万あまりのプレーヤーの意見をまとめて、ゲームに対して１万のところに改正を行って、今の

バーションはすでにかなり熟して、ゲームの功能や遊び方は非常に豊富で、これはゲーム内の測りを越
えて直接に公開の測りを受ける原因だと語ります。
以前、史玉柱は公開に表して、代言者を誘わない原因はこの俳優を嫌うためにこのゲームも嫌うと
いう潜在ユーザーを失うことを望みません。内部の人は漏らして、史玉柱は≪万王の王 3≫に対して、
大きな希望を持って、甚だにスターを探さないという規定を打ち破って、範氷氷のリックスを通じて、
最大の程度に≪万王の王３≫の風格を解釈することを望みます。
範氷氷は「代言すればきっと経典の、影響力が大きいゲームを選び、そして演じる役はきっと美し
い、一連の調査を経て、≪万王の王３」は全く私の代言する標準を合って、広大の映画ファンとプレー
ヤーが≪万王の王３≫が好きなことができることを望みますと言います。
聞くところによると、発表会の現場で、≪万王の王３≫ゲームのプロデューサーの張志宏は巨人ネ
ットは青海のユーカリの地震の被災地に２００万元を寄付して、そして、≪万王の王３≫公開測りのは
じめの３日の所得の収益は全て寄付して被災地を支援すると宣言します。
≪万王の王 3≫の代言者の範氷氷は代言料金から一部分の資金を出して、青海のユーカリの地震の
被災地に物資を寄付することを宣言します。この前に範氷氷は南西の旱魃の地区に３０万元を寄付して、
災害と戦うことに用います。

金山は毒を殺すソフトウエアの 2011 を発表して、中国の初の雲がワクチン・ソフト
を調べることを宣伝します

４月１５日ニュース、中国の安全商社の金山安全は今日金山毒霸 2011 を発表して、中国の初の本当の『雲』ワ
クチン・ソフトを宣言します。金山安全は、ここ二年ウイルスを駆除するメーカーはすべて『雲』安全を話して、し
かし製品のユーザーは本当に雲安全に持ってくる変化は身につけて体験しっていません。今回金山毒霸 2011 は全面
的に信用できる雲安全という技術を使い始めて、本当に雲安全を製品の中で使用します。
紹介によると、今回発表する金山毒霸 2011 の据え付ける包みは 20MB にならない、普通のワクチン・ソフトの
半分にならないだけ、システムソースは 20MB を占めて、初めてスキャンしても 4 分だけをかかります。
金山安全は中国のインタネットの最も熟している雲の安全を協力して、ファイルはウイルスか正常なファイルか
を鑑定する正確率は 199％です。
金山毒霸安全実験室のアンチウイルスの専門家は紹介して、伝統意味の雲安全 1.0 或いは 2.0 は大量のクライア
ントを通じて収集するだけで、統計、進級して配ることやオンライン検索する方法を通じて、ウイルスの庫をネット
に移して着いています。
金山の信用できる安全技術はインタネットの信用できる認証、人工知能自動分析鑑定や見本のきわめて早くマッ
チングのアルゴリズムを強化して、雲の安全はインタネットのファイルの百科全書のように瞬間ファイルの安全性を
知ることができるになります。
金山安全製品の総監督の何雁丹さんは金山毒霸 2011 金山毒霸 2011 の性能に対してデモンストレーションをして、
金山毒霸の 2011 組のコンピュータを使って全面的なスキャンを行います時量って、ユーザーは同時になめらかなの
がホームページにブラウズすることができます、ファイルを使います、メールなどを受領・発送します、少しも“カ
ード”の兆しがありません。
聞くことによると、中国国内の別の 1 の国内の安全なメーカーの瑞星の今日も北京で発表会を開いて、正式に“瑞
星のワクチン・ソフトのネット版の 2010”のシリーズを発表して、そしてこのバージョンのワクチン・ソフトが業界

の最も強大な木馬を使用して侵入して技術を遮り止めると語って、効果的に 99.9%の木馬の脅しを妨げることができ
ます。

分析は史玉柱が範氷氷を利用して、娯楽の映画とテレビ業に進出したいと語ります

CNET 科学技術の情報網、4 月 16 日ペンキニュースー、
“史玉柱は範氷氷仕事室と協力することを相談して、し
かし、具体の内容はまだ分かりません。”巨人に近づくしている人が記者に教えます。業内の分析は史玉柱は範氷氷
と協力するのは、娯楽映画業に入りたいのためだと語ります。インタネットゲームと映画テレビ業の協力は将来の発
展の方向になります。
近日、ある媒体は範氷氷と保利博納の契約は期限になって、商業の巨頭史玉柱はおそらく“範氷氷仕事室‘に資
本を投下して、次の協力仲間になるかもしれません。同時に、範氷氷グループの新たなコスポレン造型は発表されま
す。彼女は媒体に自分は巨人集団の一つのインタネットゲームに代言をすることをいいます。
ここから分析すると、両方はもう相互に基本の協力をする意向を成立するべきだ。聞くところによると、巨人所
属の３Ｄゲームは≪竜魂≫及びゲーム元素や言い伝えが皆≪悪魔の世界≫に負けないの≪祈祷師の怒り≫がある、範
氷氷グループはこの二つの中の後者を代言するかもしれません。
インタネットゲーム業と映画テレビ業の協力は始めではない、この前に完璧なスピースは映画で試して、章子怡
の映画の≪とても完璧≫と協力して、いい切符売り場を得ました。その他、盛大は去年に湖南衛星テレビと協力して、
6 億元の資金を投下して、盛世映画業のマスコミ会社を創立して、聞くことによって、映画≪星の変わり≫の撮影は
緊張に準備しています。金山は自分のゲームによって改作されるドラマを撮影することを言われます。
実は、海外に、特別欧米市場に、人気があるゲームを映画に改作して、成功した案例はたくさんある、たとえば、
《古墳の麗影》
、《生物化学の危機》はその中のモデルです。
だから、今回、史玉柱は範氷氷グループと協力したいのは、これを機掛けに映画業と結び可能性を排除できまん。

谷歌は助けるページに Aardvark サービスを添加する

顧客サービスで試用します

腾讯科学技術のニュース：北京時間 4 月 17 日のニュースです。国外のメディアの報道によると、2 ヶ月の前に、
谷歌が約 5000 万ドル資金を拠出して、社交捜索サービス創業会社の Aardvark を買い付けます。今、谷歌がすでに顧
客サービスの助けの方面で Aardvark サービスを使用し始めました。
Aardvark のサービスはユーザーが問題を出すことを許して、しかも、直ちにこの方面の知識を持っているユーザ
ーを通じて、答えがもらえます。一般、谷歌はある会社を買い付てから、数月甚だしきに至ってはもっと長い時間を
立つ後で、この会社のサービスを使用し始めます。でも、今谷歌に属しているビデオ?ウェブサイトの YouTube の助
けページを登録して、“Aardvark を試みます”というリンクを見ることができます。このリンクをクリックして、
Aardvark のホームページに入られます。谷歌は“谷歌ツール?バー”の助けページにも同じ Aardvark リンクを設けま
した。でも、これは谷歌がすでに Aardvark のサービスを統合したことを説明られないで、ただ谷歌が顧客サービスの
助けの方での一回の面白い試みです。谷歌に属する大多数のサービスは“助けの指針”を提供しますが、具体的にあ
る担当者の電話番号あるいはメールアドレスを出すことが一度もありません。Aardvark は谷歌の顧客サービスに補充
を形成することができて、具体的な人員の連絡方法を添加して、このような顧客サービスのグループを創立する必要
はありません。

現在、Aardvark リンクがまだ谷歌の助けページにしなかったですが、ほどなく後に谷歌はもっと大きい範囲で
Aardvark のサービスを使うことが信じます。

